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　1927年の創建以来、一橋大学のみならず国

立市のシンボルといえる兼松講堂。その趣ある

外観もさることながら、館内の響きの良さには

昔から定評があり、2004年には同窓生等から

10億円の寄付を集め、音響にも配慮された大

改修が行われた。以来、音楽ホールとしての価

値もさらに高まり、2005年からは『くにたち兼

松講堂 音楽の森コンサート』と題したクラシッ

クコンサートが開催され、国内外で活躍する演

奏家が多数来演している。2016年秋には第30

回を迎える。

　企画・運営するのは、一橋大学卒業生が中心

となる「ボランティアチーム 如水コンサート企

画」である。代表の瓦林秀嗣さんは一橋大学管

弦楽団のOB。瓦林さんは、2004年の大学主催

のこけら落としコンサートに大いに感銘を受け
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地域を拠点にあなたのやりたいこと、できることっ
て？居場所づくりから、さまざまな市民活動のご紹介
などご相談、お問い合わせをお待ちしています。

会員からのお知らせも随時更新できます。
ぜひ、アクセスしてください。

・Wa-shoi　パートナーシップ
・NPO法人国立市観光まちづくり協会
・介護者家族の集い

・富士見学習＆ピアノ教室
・くにたちの暮らしを記録する会
・国立ガーデンテラス
　/レーベンコミュニティ ほか

2016年度の新規会員 利用会員
（ 4～6 月入会）

年会費：正会員 2,500円  利用会員  500円

・Wa-shoi　パートナーシップ
・NPO法人国立市観光まちづくり協会
・介護者家族の集い

・富士見学習＆ピアノ教室
・くにたちの暮らしを記録する会
・国立ガーデンテラス
　/レーベンコミュニティ ほか

2016年度の新規会員
利用会員

（2016年 4～6 月入会）

年会費：正会員 2,500円  利用会員  500円

国立市富士見台第一団地
1号棟 102号
JR 南武線  谷保駅より徒歩5分
JR 中央線  国立駅よりバス
　　　　   「第一団地」下車
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プラムジャムは、国立市の中間支援組織「く

にたち地域コラボ」が運営および拠点とす

るコミュニティスペースです。国立市の花で

ある梅（プラム）、ジャムセッション（即興演奏）

のジャムが由来。利用者同士がこの場で出

会い、コラボレーションし、新しい活動や展

開へとつながることをめざしています。打ち

合せや会議、教室、仕事場など、いろんな

人の知が触れ合うことでますます楽しい拠点

に。どうぞお気軽にお越しください。

国立市富士見台第一団地 1号棟 102 号
JR 南武線　谷保駅より徒歩 5分
JR 中央線　国立駅よりバス「第一団地」下車

ソフィア音楽教室
社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会
（株）千惣 咲菜 国立店

2015年度の新規会員 利用会員

（12月～2016年 2月入会）

年会費：正会員 2,500円  利用会員  500円

利用料金

設備

利用時間

貸切利用

1 時間 100 円（年会費別途・下記）

13: 00～17:00（月・火・木・金）

10:00～12:00（月～土）
17:00～20:00（月～土）

10:00～20:00（日）

クリ
ーニ
ング
店
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たという。指揮者は、現在NHK交響楽団正指揮

者で、英国でも活躍した尾高忠明氏、ピアノは戦

後の音楽界をリードした園田高広弘氏、そこに

東京藝大、桐朋音大、国立音大の精鋭からなる

オーケストラ。錚々たるメンバー、本物の演奏、

その響きの良さ――。

　「1,000人規模で、こんな良いホールはない」

そんな確信を得たのもつかの間、大学側では当

面コンサートの企画予定がないという。

　「こんな素晴らしいホールを放っておくのは、

もったいない。ならば、自分たちで企画して地域

貢献を目指そうじゃないか」

　卒業生ら有志と立ち上がった瓦林さんには、

「身近なコンサートホールで、もっと多くの人に

本物の音楽に触れてほしい」という想いと使命

感があった。

「KF秋のまちかど教室」
9月は毎週日曜日開催！

「ブックマラソン2016」
開催中！
国立市の小学生を対象とした

読書企画「ブックマラソン」。指定の 50 冊
を読み終えると、読書名人の賞状授与！

実施期間　2016年 7月1日
～2017年 3月17日

実施場所　中央図書館及び北市民プラザ図
書館、図書館分室、国立市立
小学校図書室、公民館図書室

210

297

210
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この秋、KFまちかどホールで趣味を深めませ
んか？ビートルズ、落語、ロシアの詩と民謡、ク
ラフトビールからお選びいただけます。豪華な
講師陣をお迎えしております。初学者大歓迎！

イベント情報

　谷保に週2回だけ開館する図書館があるのをご

存知ですか？ 第7小学校を南に歩いて、踏切をわ

たったところにある「くにたち図書館下谷保分室」。ここは、毎週月・金曜の

14時～17時だけオープンする小さな図書館。月曜15時からは絵本の読み

聞かせも行われ、近所の幼稚園や保育園児などがお話に耳を傾けていま

す。スタッフの花形裕子さんは、「ぜひ親子連れで、気軽に参加してくださ

い。お子さまは寝っ転がったりしながら、思い思いにお話を聞いて構いませ

ん」と笑顔で話します。

　また、毎月第3月曜日は「国立おは

なしの会」のメンバーによる、おはな

し会を開催。夏休みや冬休みなどに

は、工作なども行うお楽しみ会や人形

劇などのイベントも催されています。

　あたらしい好奇心の発見に、ぜひ

一度、親子で訪れてみませんか？

ボランティアチーム 如水コンサート企画　代表 瓦林秀嗣さん

活動メンバー募集中！

WEBサイトリニューアルしました！　　

https://www.kunitachicollab.com/

「ビートルズに酔う」
日時 9月4日（日）14:00～16:30 
参加費 800円
講師 マーサ氏（英詞と旅する音楽キュレイター）

「落語に酔う」
日時 9月11日（日）16:00～17:30 
参加費 無料（投げ銭） 
出演 一橋大学落語研究会

「ロシアの詩と民謡に酔う」
日時 9月18日（日）14:00～16:00 
参加費 1,000円
講師 長井淳氏（津田塾大学講師）

「クラフトビールに酔う」
日時 9月25日（日）13:00～14:30 
参加費 1,500円
講師 角谷伸氏
　　　（谷保「ニンカシ」クラフトビール専門店オーナー）

会場 KFまちかどホール（プラムジャムとなり）
お問合せ KFまちかどホール
☎042-573-1141（平日13時～17時）
メール: machi.info@gmail.com
WEB : 「KFまちかどホール」で検索
主催 NPO法人くにたち富士見台人間環境キー
ステーション

週２回だけの小さな図書館。

国立市谷保 5066
（下谷保地域防災センター内）
お問い合わせ： 042-580-7215
https://www.library-kunitachi.jp/s02
_lib04_simoyaho.html

くにたち図書館下谷保分室

プラムジャムは、国立市の中間支援組織「くにたち地域コラボ」
が運営および拠点とするコミュニティスペースです。会員登録す
れば、打ち合せや会議、教室、仕事場としての利用が可能です。
どうぞお気軽にお越しください。

プラムジャムは、国立市の中間支援組織「くにたち地域コラ
ボ」が運営および拠点とするコミュニティスペースです。会
員登録すれば、打ち合せや会議、教室、仕事場としての利用
が可能です。どうぞお気軽にお越しください。

50冊で
読書名人に！



この夏も「ごぜん塾」開催中です！

「わからないところ、
一緒に勉強しよう！」

今年度の総会を
開催しました。

神奈川県生まれ。東京都国立市在住。神奈川県内中学校・高
校で23 年間英語教諭として従事。
中学３年生の担任時には不登校生徒全員を高校へ進学させ
た経験を持つ。多くの生徒に自己肯定感の上昇を促してきた。
ヴァーチューズ・プロジェクト国際公認講師。「お子様の心の
声を聞いてあげる、効果的な声かけを実践してみませんか。

1966 年生まれ、国分寺市在住。1988 年大阪珠算協会、大
阪長居教室にて助手から、2 教室の教室を指導する。
2009 年、杉並区荻窪にて教室を開校。併せて、パソコンのス
カイプにて関東各地、現在はアメリカでも指導を行っている。
「計算が苦手な人でも必ずできるコツがあります。ソロバンを
とおして生活の中の楽しさを感じてみませんか」

Cover story

「国立市」ができて50年 人口はどう変わる？

　国立市は、昭和 42 年（1967年）に市となり、来

年で50周年を迎えることになります。この50年で、

国立市の人口はどのように変化してきたのでしょう。

　まず富士見台団地の完成で昭和41年に５万人を大

きく突破。昭和40年代半ばを過ぎ、一旦は横ばいと

なりますが、平成10年（1998年）からのマンション建

設ラッシュで再び急増し、７万人を超えました。その

後は再び鈍化し、現在まで微増傾向が続いています。

　今後は国立市も人口減少に転じ、何もしなければ

減少はどんどん加速していきます。特に、地域経済

の中心となる生産年齢人口（15～64歳の人口）の減少

は、まちの活力が失われるだけでなく、税収減につ

ながり、現状の市民サービスを維持できない事態を

招きかねません。

TEL：090 - 8495- 4582
FAX：042 - 481-2510
E-mail：kawara-h@td5.so-net.ne.jp
URL: http://jfn.josuikai.net/circle/josuiconcert/

ボランティアチーム
如水コンサート企画

問合せ：国立市 政策経営課
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キホンのデッサン 
新シーズンスタート
9/13～ 隔週火曜 全８回 
８回分8,000円 体験要相談 
講師：山内唯志
（まちかどデッサン会）

ソロバン脳トレ体験
8/30（火）  500円
講師：緒方恵子（ソロバン教室講師）

PC、スマホ、タブレット
お困りごと相談
毎月第2・4水曜  ＊無料 
講師：隈井裕之
（国立せいさく所）

水野順一（ジェイズ学習塾代表）
「こどもの心をひらく声かけ講座」

緒方恵子
「ソロバン脳トレ体験」

された第29回コンサート、ベートーヴェン生誕

250年（2020）プロジェクト『小菅優の“ベー

トーヴェン詣”』もその一例だ。

　本物をお手頃な料金で、身近な場所で提供す

る。「なかなか、そのさじ加減が難しくて」と瓦

林さんは笑うが、そうこだわる理由がある。それ

は演奏者からの声だ。「響きすぎるホールとも違

う、かといって響きが悪いわけでもない、自然

で、絶妙なバランスの響き」。そして、「窓から緑

が見える」という独特のロケーション。兼松講堂

が作り出す音空間は、多くの演奏家に「ここでま

た演奏したい」と言わしめるのだという。

　学生時代はチェロ奏者だった瓦林さん。自分

が弾くことはやめたが、今は仲間とともにコン

サート・プロデュースに専念する。

　「とにかく一度、足を運んでみてください。兼松

講堂の音を肌で感じれば、良さがわかります。こ

の響きがあるから、私どもは続けられます（笑）」

　活動を始めて10年余、瓦林さんは「単なる名

曲コンサートにしたくない」と強調する。集客を

考えれば、クラシック未経験者でもわかるよう

な曲が目を引くのは承知だ。だが、大学の講堂

でやる以上は「質」と学術的な側面にもこだわ

りたい。超有名音楽家は出演料が高くてなかな

か呼べないが、着実に力を付けてきている若手

や、日本での知名度は今ひとつだが海外でいち

早く注目されている音楽家などを呼び、コンセ

プトや想いを伝え、クラシックファンも一目置く

ような選曲と演奏を提供する。今年６月に開催

5月23日（火）、くにたち地域コラボ平成28年

度通常総会が終了しました。この1年を振り返

り、国立市と共催した「クラウドファンディング

入門講座」、195コマ開催の「ごぜん塾」や「す

ぎちゃり！2015（杉並区）」への出張参加、年3

回の広報誌『プラムジャム通信』の発行など、事

業をご報告しました。とくにリニューアルしたば

かりの新WEBサイトを正会員のみなさまにお

披露目し、好評をいただきました。今後も地域

のコーディネータとして市民

活動をつなぎ、行政とも協働

して市民ニーズに応えられ

るような事業を模索してい

きます。

日時：毎週月曜日（祝日を除く） 16時～18時
場所：プラムジャム（小中学生の参加無料）
もちもの：教科書、ドリル、ノート、筆記用具
定員がありますので、必ず事務局まで事前に
お問合わせください。
☎042-573-1023
（水・日祭日を除く13時～17時）

富士見台 まちかど

金

土

水

火 木 ハンドエステ体験
9/8・29、10/13・27、
11/10・24、12/1・22  10:20～12：00
15分/500円、特別エステ1,000円
講師：藤井麻由美（ママエステアシスト協会）

クリスのPractical English
初級クラス  9：30～10：30 
毎週金曜  月4,800円 ＊４回分
中級以上クラス  10：30～12：00
毎週金曜  月6,000円 ＊４回分
講師：クリストファー・ロビン
（カナダ人英会話講師）

こどもの心をひらく声かけ講座
8/27（土）  1,500円
講師：水野順一（ジェイズ学習塾代表）

NEW

気になる、
あのコト！

暑い夏。涼しいプラムジャムで
『ごぜん塾』をどうぞ。

１.「ベートーヴェン『合唱
幻想曲』・リハーサル風景
（2階席左右は「立川市民
オペラ合唱団」） ２.右端
から高井優希さん（指
揮）、福間洸太朗さん（ピア
ノ） ３.左端は 小林沙羅さ
ん（ソプラノ）

総会風景

この7月より、プラムジャムの夕方コマを利用し

て、小中学生のための学習支援をスタートしま

した。手伝ってくれるのは大学生や地域の大

人。宿題や苦手なところ、一緒に考えてくれま

す。土曜日の「駄菓子やくにちゃん」のいわば学

習版、誰でも参加できますが、小学1・2年生は

保護者のお迎えが必要です。
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第30回 くにたち兼松講堂 音楽の森コンサート 記念演奏会
ベートーヴェン生誕250年（2020）プロジェクトVol.6 ～藝大の精鋭たちのベートーヴェン～
 『東京藝大シンフォニーオーケストラ』
日時：11月13日（日） 14:00 開演（13:15開場）
会場：一橋大学兼松講堂
前 売 り 券：S 席 4,000 円（指 定）／ A 席
3,000 円（自由）／ 学生券 1,000 円（自由）
指　揮：澤 和樹（藝大学長）
ピアノ：迫 昭嘉（藝大教授・音楽学部長）

曲　目：ベートーヴェン　ピアノ協奏曲第 3番、
　　　　交響曲第 3番『英雄』ほか
お電話でのお申込み：NPO おんがくの共同作業
場 ☎ 042-522-3943（月～金 10:00～16:00）／東
京文化会館チケットサービス　☎ 03-5685-0650
国立市内の販売店：｢白十字｣南口店／一橋大生協
（西ショップ）／芸小ホール 他

関連イベント

10:00～12:00
場所：プラムジャム

information 1 information 2

NEW

申込み
受付中！

　市では、国立市がにぎわいあふれる魅力的なまち

でありつづけるため、住みやすく、働きやすく、子育

てしやすいまちづくりに取り組んでいきます。
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国立市の年齢区分別将来人口推計
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7,0587,2657,8478,7388,9128,8649,288

14,035 60,447
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＊住民基本台帳人口に基づく推計値（2040年出生率＝1.27 で推計）
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